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（款）6 農林水産業費　　　　（項）1 農業費　　　　（目）1 農業委員会費　　　　　　　 （単位：円）

農業委員会運営事業 20,984,709 （目的）農業委員会等に関する法律及び農地法等に基づく法令業務を適正に執行するとともに、農業に関 290

（農業委員会事務局 　　　する調査・情報の提供等行うことで、農業の健全な発展に努めます。

）

（対象）農地、農業委員、農家

（手段）農業委員会総会等を開催し、農地法に基づく許可申請等の審議を行うとともに、農政問題につい

　　　て協議を行いました。

　　　　　・農業委員会総会　12回（定例毎月1回）

　　　　　・農地法による許可件数及び受理件数

　　　　　　 許可件数

（単位：件、㎡）

　　　　　　 受理件数

（単位：件、㎡）

　　　　　・農地貸借解約件数

（単位：件、㎡）

　　　　　・農業経営基盤強化促進法による農地の貸借権等設定面積

（単位：㎡）

　　　　　・農振専門部会　2回（先進地視察研修検討・農委だより編集）

　　　　　・農地専門部会　3回（除外申出に対する意見）

農地法第4条第1項第7号 21 7,081

農地法第4条 39 15,531

農地法第5条 147 149,573

区　　　分 件　数 面　積

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

区      分 件　数 面　積

農地法第3条 37 31,652

農地法第5条第1項第6号 122 49,366

区　　　分 件　数 面　積

農地法第18条第6項 43 52,529

区　分 3年未満 3年以上6年未満 6年以上

田 48,038 368,181 135,690

畑 8,396 70,927 68,219

合　計 56,434 439,108 203,909



　　　　農業委員先進地視察研修を実施しました。（平成27年10月28日～10月29日）

　　　　　・研修地　　神奈川県伊勢原市及び秦野市　　　荒廃農地に関する取り組み等

　　　　各種証明書を発行しました。

（単位：件）

（成果）農業委員会等に関する法律及び農地法等の法令業務を適正に執行し、農業に関する調査・情報提

　　　供等を行うことで、地域農業の健全な発展に寄与することができました。

（款）6 農林水産業費　　　　（項）1 農業費　　　　（目）3 農業振興費　　　　　　　 （単位：円）

生産調整推進事業 8,905,067 （目的）米価安定のための水稲の生産調整や、遊休農地解消のため転作作物の作付けを推進します。 292

（農業振興課）

（対象）市内水稲作付け農業者

（手段）地域農業再生協議会を通じて、水稲作付け農業者のうち水稲の生産調整達成農家に対して、転作

　　　奨励金として交付しました。

（成果）転作奨励作物の生産を奨励するとともに、水稲生産の需給調整に寄与することができました。

環境保全型農業推進 607,880 （目的）安全・安心な市内農産物の生産・販売及び消費拡大を推進します。 294

事業

（農業振興課、菖蒲 （対象）市民、市内農業者

環境経済課）

（手段）学校給食の食材として提供することを目的に、農産物を特別栽培方法にて栽培管理する生産者に

　　　補助金を交付しました。

　　　　また、市内産米の消費拡大及び特別栽培米ＰＲを目的に、菖蒲産業祭において米まつりを実施し

　　　ました。

（成果）新鮮で安全・安心な市内産農産物の供給及び消費拡大の推進を図ることができました。

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

区分 発行件数

農家証明 80

証明願 21

納税猶予 5
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農業経営安定推進事 4,133,561 （目的）担い手の育成と農業経営の安定を図ります。 294

業

（農業振興課、菖蒲 （対象）農業団体、市内農業者

環境経済課、鷲宮環

境経済課） （手段）農業団体等へ補助金を交付しました。

　　　　また、農業近代化資金等の借入者へ、利子補給を実施しました。　　　

　・農業団体等に対する補助

（単位：円）

南彩農業協同組合

100,000

合　計 4,133,561

200,000

推進事業（美しいむらづくり連絡協議会）
・個性的で生き生きとしたむらづくりを推進
　するための取り組みを行う

久喜市美しいむらづ
くり連絡協議会

350,000

推進事業
・鷲宮地域農業祭

50,000

推進事業
・鷲宮地区のそば特産化推進

久喜市鷲宮地区そば
特産化振興協議会

15,000

農業団体育成事業
・先進技術の導入及び各種会議の開催

久喜市梨組合外10団
体

1,382,000

事業名及び事業概要 事業主体 補助金

重点作物振興育成事業
・赤星病防疫対策事業（49.25ha)

久喜市梨組合
菖蒲町梨組合連合会
鷲宮梨出荷組合

927,892

重点作物振興育成事業
・コンフューザー（31.9ha)

久喜市梨組合
菖蒲町梨組合連合会
鷲宮梨出荷組合

833,651

決算書の
ページ

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

農業近代化資金利子補給補助金

農業経営基盤強化資金利子助成金

農業災害資金利子補給補助金

資金借入者

資金借入者

資金借入者

227,719

43,311

3,988

久喜市梨組合

久喜市鷲宮地域農業
祭推進協議会

推進事業（梨ふるさと宅配）
・特産である「梨」の販路拡大

推進事業
・菖蒲地区農産物品評会



（成果）担い手や生産団体の育成を図ることができ、農業生産の向上及び農村の活性化に寄与することが

　　　できました。

れんげ祭り事業 796,092 （目的）農業、農村への理解を深め、市民の相互交流を図ります。 294

（農業振興課）

（対象）久喜市れんげ祭り実行委員会

（手段）久喜市れんげ祭り実行委員会へ補助金を交付しました。

（成果）市民をはじめ、県内外からも多くの人々が訪れ、農業、農村の理解を深める場となり、都市住民

　　　と農村住民の相互交流を図るための支援を行うことができました。

明日の農業担い手育 0 （目的）新規就農に必要な支援を行うことで、新たな農業の担い手の確保及び育成を図ります。 294

成塾事業

（農業振興課） （対象）新規就農希望者

（手段）新規就農希望者を「明日の担い手育成塾」の研修生として募集し、研修生に対して営農指導、研

　　　修用農地の確保、研修用資材や種苗の提供等の支援を行います。

（成果）研修生として要件を満たす者がいなかったため、支援を行うことができませんでした。

経営所得安定対策推 3,800,000 （目的）米・麦・大豆等について、需要に応じた生産の促進と水田農業全体としての所得の向上により、 294

進事業 　　　農業経営の安定を図ります。

（農業振興課）

（対象）地域農業再生協議会

（手段）地域農業再生協議会に対し、システム委託費等の補助金を交付しました。

（成果）農業者の農業経営の安定を図るための支援を行うことができました。

農業振興協議会運営 102,000 （目的）農業振興に関する必要な事項について、審議・検討を行います。 294

事業

（農業振興課） （対象）農業振興協議会

（手段）会議を開催し、久喜市農業農村基本計画の策定について審議しました。
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（成果）久喜市農業農村基本計画の策定に向けた審議を行うことできました。

人・農地問題解決推 294,000 （目的）人と農地の問題を解決するため、地域農業のあり方に関する計画として、人・農地プランの見直 296

進事業 　　　しを行い、地域の担い手に対し、農地の集積・集約化を図ります。

（農業振興課、菖蒲

環境経済課） （対象）人・農地プラン策定地区内農業者

（手段）人・農地プラン策定済みの12地区で地域会合を開催しました。

（成果）人・農地プラン策定済みの12地区で地域会合を開催し、各地区において、新たな担い手を位置づ

　　　けるなど見直しを行いました。

農産物ブランド化推 106,522 （目的）久喜市農産物を市内外へＰＲすることにより、ブランド化及び地産地消の推進を図ります。 296

進事業

（農業振興課） （対象）市内農産物農業者、市民及び市外の消費者

（手段）久喜市産農産物の野菜結束テープを作成し、直売所へ配布しました。

（成果）野菜結束テープを作成し、久喜市産農産物のＰＲを行い、ブランド化に向けた取り組みを行いま

　　　した。

青年就農給付金事業 2,250,000 （目的）青年就農者の就農初期段階の不安定な期間を支援することで、経営の安定化を図ります。 296

（農業振興課）

（対象）青年就農者（新規就農者）

（手段）県の補助金を活用し、市内の青年就農者に対し、給付金を交付しました。

（成果）青年就農者の就農初期段階の経営の安定化を図るための支援を行うことができました。

農業振興地域整備計 5,986,734 （目的）優良農地の確保、有効活用を図るため、農業振興地域整備計画を改定します。 296

画改定事業

（農業振興課） （対象）久喜市内

決算書の
ページ

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果



（手段）農業振興地域整備計画の策定に必要な基礎調査を実施しました。

（成果）農業振興地域整備計画の基礎資料等を作ることができました。

被災農業者向け経営 47,855,032 （目的）平成26年2月14日に発生した降雪により被害を受けた農業施設の再建等を緊急的に補助し、農業 296

体育成支援事業【繰 　　　経営の安定を図ります。

超明許費分】

（菖蒲環境経済課、 （対象）市内被災農業者

栗橋環境経済課、鷲

宮環境経済課） （手段）国や県の補助金を活用し、降雪により被害を受けた農業施設等の撤去、修繕及び再建に要する費

　　　用を助成しました。

・助成対象者数と助成金額　　

（単位：人、円）

（成果）被災農業者の農業経営の安定を図ることができました。

（款）6 農林水産業費　　　　（項）1 農業費　　　　（目）4 農地費　　　　　　　 （単位：円）

農業用用排水管理事 4,123,393 （目的）農業用用排水の維持管理を適正に行うものです。 298

業

（鷲宮環境経済課） （対象）農業用用排水施設（農業者）

（手段）維持管理に必要な保守点検業務等を実施しました。

　　　・委託料

（単位：円）

八甫排水機場管理業務委託

鷲宮６丁目排水ポンプ管理業務委託

事  業  内  容

ポンプ維持管理

ポンプ維持管理

決算書の
ページ

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
事 　業 　名

（所 　管　 課）

 施工場所 委  託  料

八甫３丁目 810,000

鷲宮６丁目 405,540

菖蒲地区

栗橋地区

鷲宮地区

1

1

12

18,220,352

19,863,164

9,771,516

助成対象者数 助成金額

合　計

事    業    名

47,855,032

区　分

10
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上町・中島排水ポンプ管理業務委託

給食センター脇排水ポンプ管理業務委託

八甫小排水ポンプ管理業務委託

除草、浚渫業務委託

（成果）農業用用排水施設の適正な機能を維持することができました。

農業用施設補修事業 73,907,829 （目的）農業用施設の機能維持を図ります。 298

（農業振興課、菖蒲

環境経済課、菖蒲建 （対象）農業用施設（農業者）

設課、栗橋環境経済

課、栗橋建設課、鷲 （手段）農業用施設の簡易補修を実施しました。

宮環境経済課、鷲宮 （単位：件、円）

建設課）

（成果）農業用施設の補修等を適切に実施することにより、農道、用排水路の機能を維持することができ

　　　ました。

雨水ポンプ管理事業 9,390,641 （目的）工業団地周辺農地の水害を防止します。 298

（下水道業務課、下

水道施設課） （対象）久喜菖蒲、清久工業団地雨水排水ポンプ場

 施工場所 委  託  料

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

― 0

建　設　課 7

55,083,841 32

工事材料費

1 352,080 1,658,792

建　設　課 3 10,606,680 ― ―

―

所管課
施設補修工事等

鷲宮

八甫

―

151,200 11,556

―

栗　橋
環境経済課

19,095,480 ―

合　　計 62 17,153,640

717,120

475,740

222,804

発注数 支出額 発注数

鷲宮

東大輪　他 小規模委託8件

ポンプ維持管理

事  業  内  容

― ―

環境経済課

486,000

支出額

久　喜 0

事    業    名

地　区

鷲　宮

農業振興課 13 2,282,580 12 1,530,360

7 2,964,240 1

建　設　課 25

1,670,348

19,143,540 18 15,120,000 ―

―

菖　蒲
環境経済課 7 991,321

清掃業務等

ポンプ維持管理

ポンプ維持管理



（手段）雨水排水ポンプ場の維持管理及び台風等の大雨時の運転管理及び維持管理に係る業務委託及び工

　　　事を実施しました。

 ・業務委託

（単位：円）

施設管理業務（2件）

自家用電気工作物保安管理業務（2件）

重油漏洩検査業務

樹木剪定業務（2件）

 ・工事

（単位：円）

（成果）工業団地周辺農地を台風等の水害から守りました。

農業集落排水事業特 337,119,000 （目的）農業集落排水事業の円滑な運営を図ります。 298

別会計繰出事業

（下水道業務課） （対象）農業集落排水事業

（手段）一般会計繰出金を農業集落排水事業特別会計に支出します。

（成果）農業集落排水事業特別会計の円滑な運営により、快適な農村生活環境の確保や農業用水の水質保

　　　全につながりました。

県費単独土地改良事 20,368,800 （目的）土地改良施設の整備を行うことにより、農業生産性の向上及び農業経営の安定を図ります。 300

業

（農業振興課、菖蒲 （対象）用排水路、農道（農業者）

環境経済課）

（手段）県補助金を活用し、土地改良施設の整備を実施しました。

482,760

4,831,012

清久工業団地雨水排水ポンプ場ポンプ駆
動用ディーゼルエンジン修繕工事

期　　　間

H27.10.27 ～ H27.12.25

期　　　間

H27. 4. 1 ～ H28. 3.31

H27. 4. 1 ～ H28. 3.31

H27.10. 1 ～ H27.11.27

H28. 3. 2 ～ H28. 3.15

事　業　費工　　事　　名

業　　務　　名

合 計

300,412

3,831,840

委　託　料

1,220,400

216,000
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（単位：ｍ、円）

（成果）農業の生産性の向上と農業経営の安定を図ることができました。

土地改良施設負担金 17,508,200 （目的）土地改良施設の整備及び維持管理に要する負担金を通して、農業生産性の向上及び農業経営の安 300

事業 　　　定化を図ります。

（農業振興課、菖蒲

環境経済課、栗橋環 （対象）土地改良区をはじめ、関係市町等で構成する組織

境経済課）

（手段）土地改良施設の整備及び維持管理を行う組織に対し、負担金を支払いました。

（成果）農業生産性の向上及び農業経営の安定化を図ることができました。

土地改良施設維持管 360,000 （目的）土地改良施設の維持・補修を行うことにより、施設の機能の保持と耐用年数の確保を図ります。 300

理適正化事業 　　　

（農業振興課） （対象）土地改良施設（水利組合・農業者）

（手段）全国土地改良事業団体連合会に必要な経費の一部を積み立てました。

（成果）土地改良施設の補修工事に必要な経費の一部を積み立てることにより、土地改良施設の維持管理

　　　の適正化に努めることができました。

（款）6 農林水産業費　　　　（項）1 農業費　　　　（目）5 農業施設費　　　　　　　 （単位：円）

農業センター管理事 4,313,443 （目的）農業センターの適切な維持管理を行います。 300

業

（鷲宮環境経済課） （対象）農業センター利用者

決算書の
ページ

地　区 事業内容

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額

決算書の
ページ

事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

事業量 事業費

久　喜 用排水路 225.5 12,290,400

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果

菖　蒲 用排水路 180.0 8,078,400



（手段）農業機械等が適切に運用できるよう、修繕を行いました。

・修繕料

（単位：円）

（成果）農業センター業務が円滑に実施できました。

農業センター各種作 11,729,079 （目的）農業センター業務の円滑化を図るものです。 302

業委託事業

（鷲宮環境経済課） （対象）農業センター利用者

（手段）受託した各種農作業を再委託しました。

・委託料

（単位：円）

（成果）受託した農作業を再委託することにより、市内農業者の各種農作業が円滑に行われました。

農村センター管理事 1,763,604 （目的）農村センターの適正な管理を行います。 302

業

（農業振興課） （対象）施設利用者

（手段）施設管理業務（清掃、警備、消防）を委託するとともに、必要な消耗品の補充等を行いました。

（成果）利用者が不便なく施設を利用することができました。

しみん農園管理事業 15,228,364 （目的）しみん農園の適正な管理を行います。 302

（農業振興課、菖蒲

期　　間 支　出　額

稲刈取等再委託 久喜地内 H27. 8.27～H27.10.16 9,643,070

小麦刈取等再委託 久喜地内 H27. 6. 1～H27. 7.31 458,306

その他作業再委託 久喜地内 H27. 4. 1～H28. 3.31 1,605,712

履行場所

50,760

稲乾燥機修繕 H27.9.30～H27.11.10 139,298

フォークリフト修繕 H27.12.25 74,088

修    繕    名 期　  間 支  出  額

委　　託　　名

乾燥調製施設絶縁不良回路、蛍光灯修繕 H27.10.13

農業機械貸出業務 久喜地内 H27. 4. 1～H28. 3.31 21,991
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環境経済課、栗橋環 （対象）施設利用者

境経済課、鷲宮環境

経済課） （手段）施設管理業務（施設管理、清掃、警備、消防、浄化槽、自家用電気工作物）を委託するととも

　　　に、必要な消耗品の補充等を行いました。

（成果）利用者が不便なく施設を利用することができました。

しみん農園運営事業 952,637 （目的）都市住民が土に触れ親しむことや郷土料理教室などを通じて、農業や農村への理解を深めます。 304

（農業振興課、菖蒲

環境経済課、栗橋環 （対象）事業参加者

境経済課、鷲宮環境 　

経済課） （手段）しみん農園の貸出や学童体験農園を利用した農業体験、地元農産物を使った料理教室を開催しま

　　　した。

・しみん農園久喜

（単位：回、人）

市内園児・児童によるジャガイモ、さつまい

もの収穫体験

手打ちそば・うどん作り体験 地元農産物を使ったそば・うどん作り体験

菜園教室 初めて野菜を作る方への教室

ケーキ・菓子作り体験 地元農産物を使ったケーキ・菓子作り体験

ピザ・パスタ作り体験 地元農産物を使ったピザ・パスタ作り体験

かしわ、ずんだ、のし、鏡もち作り体験

よもぎ、梨、かぼちゃ、スイートポテトパ

ン作り体験

正月飾り作り体験 稲わらを使ったしめ縄、しめ飾り作り体験

正月料理作り体験 さつまいもを使った和菓子作り体験

しみん農園久喜品評会 農園利用者が栽培した農産物の品評会

しみん農園久喜収穫祭 農園利用者による収穫祭

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

8

事　　業　　内　　容

パン作り体験

123

4 44

4

事　　業　　名

44

12

17 519

1 14

1 500

1 4

1 8

合　　　計　　（事業費計　527,531円） 61 1,478

42

もち作り体験

8 93

農業体験

回数
参加

人数

87

4



・しみん農園菖蒲

（単位：回、人）

いがまんじゅう作り教室

シフォンケーキ作り教室

・しみん農園栗橋

（単位：回、人）

第1回しみん農園栗橋講習会 新たに購入したミニ耕運機の操作講習会

第2回しみん農園栗橋講習会 春野菜の栽培方法・特別栽培農産物講習会

和風ソテー作り体験 地元農産物を使った和風ソテー作り体験

パスタ作り体験 地元農産物を使ったパスタ作り体験

中華まんじゅう作り体験 地元農産物を使った中華まんじゅう作り体験

そば打ち体験 地元農産物を使ったそば打ち体験

よもぎパン作り体験 地元農産物を使ったよもぎパン作り体験

・しみん農園鷲宮

（単位：回、人）

そば打ち体験教室 地元農産物を使ったそば作り体験

合　　　計　　（事業費計　162,948円） 12 116

2

19

2 24

2 16

18

2

1 11

ストロベリークリスマスブ
レッド作り教室

手作りパンを久喜産のイチゴや生クリームで
デコレーション

1 12

埼玉県産の米粉を使ったシフォンケーキ作り

13

2 24伝統の和菓子「いがまんじゅう」作り

回数
参加

事　　業　　内　　容 回数
参加

人数

久喜産トマトを使ったケークサレ作り 1 12

2

1 14

事　　業　　名

事　　業　　名

4 46

事　　業　　内　　容 回数
参加

人数

事　　業　　名 事　　業　　内　　容
人数

合　　　計　　（事業費計　99,969円） 10

1

93

1 7

固形ルーを使わないヘルシー
な夏野菜カレー

海老カレー、茄子のさわやか漬け、南瓜のミ
ルクデザート教室

1 8

夏野菜を使ったお寿司、白和
え、お菓子作り体験

手まり寿司、棒寿司、菜ものと揚げの白和
え、きび砂糖のお菓子作り

ほうれん草を生地に練り込んだパスタ作り 1 12
ほうれん草の手打ちパスタ作
り教室

土作り野菜作り教室 2 7

ケークサレ作り教室

野菜作り・土作りの基礎知識講習会

12
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うどん打ち体験教室 地元農産物を使ったうどん作り体験

じゃがいものニョッキ作り

教室

野菜作り教室 野菜作り・土作りの基礎知識講習会

梨パン＆ゼリー作り教室 地元農産物を使ったパン・ゼリー作り体験

作り教室

教室

米粉のチキンドリア作り教室 地元農産物を使ったドリア作り体験

（成果）都市住民が土に触れる機会が増え、農村部に伝わる手作りの味や技術を都市住民に伝えることに

　　　より、農業や農村への理解を深めていただくことができました。

農業者トレーニング 8,065,303 （目的）農業者トレーニングセンターの適正な維持管理を行います。 304

センター管理事業

（菖蒲環境経済課） （対象）施設（利用者）

（手段）施設維持管理業務（受付、清掃、警備、消防、浄化槽、自家用電気工作物、空調機、自動ドア）

　　　を委託するとともに、必要に応じて施設等の修繕を行いました。

・施設利用状況

（単位：件、人）

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　　　　　業　　　　　の　　　　　成　　　　　果
決算書の
ページ

127

1 12

2 22

12

地元農産物を使ったニョッキ作り体験 1 7

地元農産物を使った手打ちパスタ作り体験

地元農産物を使ったキッシュ作り体験 1 11

ほうれん草の手打ちパスタ

1

利用者数

8,681

合　　　計　　（事業費計　162,189円） 12

回数

1 10

1 7

ほうれん草のキッシュ作り

和室 66

工作室 94

施　設　名 利用件数

3,691

873

1,263

743

1,270

研修室 193

生活実習室 52

後継者対策室 120

アリーナ 252

参加

人数
事　　業　　名 事　　業　　内　　容



（成果）利用者が不便なく施設を利用することができました。

花と香りのふれあい 1,076,884 （目的）花と香りのふれあいセンター及び公園の適切な維持管理を行います。 306

センター管理事業

（鷲宮環境経済課） （対象）施設（利用者）

（手段）施設管理業務（浄化槽、消防設備）を委託するとともに、必要な消耗品の補充等を行いました。

（成果）利用者が安全に施設を利用できました。

210

16,731合　　　計 796

陶芸窯（設備） 19
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